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８月第２例会ゲストスピーチ

夏の薬膳について
ホテルセントパレス倉吉　サンジェルマン　岩佐　朱美	様

薬膳料理を
いただいて

Ｌ 北 中 彰 拡

　薬膳料理以前に心からとっても美味しくいた
だきました。この一回の食事で不摂生が続いた
体がこの一食でプラスに転じた気さえしまし
た。辛かったのが五行図を見せられた時で、
肝、心、脾、肺、腎全てにおいて普段からいか
に気にすることなく自分の好きなものばかり食
べてばかりいる自分を深く反省せざるを得ませ
んでした。私も気分は若いように感じておりま
すが、正直痛いところだらけ、心配だらけであ

ります。これで私が少しでも長生きできるので
あれば、頻繁にごちそうになりたいものです。
最近入会しました私にとって岩佐先生のお話は
とてもハイレベルで１回では理解できるもので
はありませんでしたが、今後、こうした薬膳の
会が行われると思うと楽しみでなりません。

星取県くらよし
星空フェスに参加して

Ｌ 山 田 友 博

　９月７日に開催された上記フェス。市内の小
学校にチラシを配って参加を待ちましたが、前
売り券等があるわけでもなく、どのくらいの方
がご来場されるのかもわからないままのスター
トでした。
　蓋を開けてみればプラネタリウム上映（定員
60名）は４回とも満席で、時折歓声も上がるほ
ど盛り上がりました。keisukeさんによる「星

プラネタリウムがやってくる！

星取県くらよし星空フェス
2019年９月７日　倉吉未来中心　小ホール
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ガバナー公式訪問
2019年９月9日
倉吉シティホテル

ガバナー公式訪問

Ｌ 中井修二郎

　さる９月９日㈪　倉吉シティホテルにおい
て、336-B地区小野宗次ガバナーをお迎えして
「ガバナー公式訪問懇談会」が開催されました。
今回は例年と違って７Ｒの１Ｚ＆２Ｚ合同の
形で行われ、地区役員23名と各クラブからは三
役、第一・第二副会長、ＧＡＴ委員長が出席

し、総勢69名の参加がありました。
　冒頭のあいさつで、今年度「改革は成長のエ
ネルギー」を掲げられる小野ガバナーは、ア
ラートと会員増強の重要性と同時に、これまで
とは違ったクラブ運営のあり方も求められるよ
うになっていると述べられました。
　諮問事項への答申もより具体的な事が求めら
れ緊張感のある懇談会となりました。今年度わ
がクラブは３名の会員増を目指してゆかなけれ
ばなりません。ご協力よろしくお願い致します。

の話芸」では、星にまつわる歴史や語源などを
面白く伝えていただき、見ていた方は皆笑顔
でした。倉吉自然科学研究会の小川さんによ
る「くらよし星空ガイド」ではスクリーンに映
し出される星の映像に皆様が見惚れ、星取県Ｖ
Ｒ動画体験・かんたん星座早見盤作りコーナー
では子供はもちろん大人も夢中になっていらっ
しゃるようでした。クイズ大会で配られた商品
「星空舞」は発売前のお米との事で、倉吉ＬＣ

の大いなる力を感じました。
　もちろん課題もありましたが、会長の想い通
り多くの方と
つながる事が
できた大成功
イベントでし
た。
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■ ８月第２例会 ８月28日㈬（第1433回）

実出席　65％� メーキャップ後　82％
ドネーション　7,000円� ファイン　600円
【幹事報告】

１．国際協会よりメッセージが届きました。

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。

①第１回キャビネット会議�議事録
②第58回OSEALフォーラムについて
③2019-2020年度第二副地区ガバナー候補資
格者名簿
④ライオンズクラブ国際協会336-B地区規則
集
⑤GMTならびにFWTからの依頼文書
⑥第58回OSEALフォーラム（広島）《336-B
の集い》開催のご案内
⑦広島オセアル～早期登録締切日延長ならび
にMD336の夕べ　登録料変更のご連絡
＊早期登録締切日を９月30日㈪まで延長（登
録料12,000円）

３．倉吉グレートLCより 336-B地区7R-1Z・

2Zガバナー懇親会のご案内が届きました。

＊倉吉ＬＣより�中井会長が出席いたします。
４．公益財団法人鳥取県臓器・アイバンクより 

2019年度賛助会費について（お願い）が届

きました。

５．鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課よ

り 地域づくり活動団体交流会の開催につい

て（通知）が届きました。

６．令和新時代とっとり元気フェス実行委員会

より「令和新時代とっとり元気フェスＲ１」

における活動団体ＰＲブースへの出展につい

て（依頼）が届きました。

７．県立美術館と共に歩む中部地区の集い協

議会より 令和元年度県立美術館と共に歩む

中部地区の集い協議会総会の開催等について

（通知）が届きました。

理 事 会 報 告 ８月８日開催

１．2020年第７回スペシャルオリンピックス

日本（SON）冬季ナショナルゲーム北海道

大会開催支援のお願いについて

　事業費予備費より支出することが承認され
ました。

２．アラート委員会設置ならびにアラート委員

長・副委員長　選任について

　委員長　Ｌ深田、副委員長　Ｌ山田にお願
いすることが承認されました。

３．ＩＴ推進担当者　選任について

　Ｌ山本庄英にお願いすることが承認されま
した。

４．プラネタリウムがやってくる！星取県くら

よし星空フェス　計画・予算（案）について

　承認されました。

■ ９月第１例会 ９月11日㈬（第1434回）

実出席　70％� メーキャップ後　85％
ドネーション　13,000円� ファイン　900円
【幹事報告】

１．国際本部よりメッセージが届きました。

２．キャビネット事務局より下記の文書が届き

ました。

①キャビネットニュース８月号
②クラブ退会者に関するアンケート　ご協力
のお願い
③第58回OSEALフォーラムについて
④クラブイベント情報について

３．7R-1Z・2Z ガバナー公式訪問懇談会の報

告

　日時：令和元年９月９日㈪�12：00～14：30
　場所：倉吉シティホテル

４．336-B地区7R-2Z伊東和昭ＺＣより 国際

平和ポスター展示並びに撤去のご案内が届き

ました。

　展示作業：2019年10月７日㈪　10：00～

事 務 局 だ よ り
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私の仕事
�

Ｌ 井手添　誠

　建築設計事務所をしています。住宅から牛舎
まで、建築なら何でも設計します。設計には、
デザインをする意匠設計、構造計算をする構造
設計、電気・機械など設備設計、工事価格を算
定する積算業務、工事の確認をする工事監理な
どがあります。建築は、「美・用・強」による
総合芸術ですから、事務所では一人で一通りこ
なせるように指導しています。
　事務所は、創立40周年になります。その間、
学校、工場、病院、道の駅、映画館、神社仏閣、

野球場など、多くの物件を設計しました。都
市部では、専門毎の事務所で設計をしますが、
県内では、専門で勝負できるほど物件がない結
果、多くの経験ができ、総合的な力になってい
ます。これからも、ひとつ一つを大事に設計を
していきたいと思います。

　撤去作業：2019年10月15日㈫　16：00～
　集合場所：パープルタウン１階
　　　　　　北側特別催事場
　作業人数：各クラブ３～５名

５．336-B地区7R-2Z伊東和昭ＺＣより 第７

回４クラブ親善チャリティグラウンド・ゴル

フ大会（ご案内）が届きました。

　日　時：11月17日㈰
　　　　　◇受　付　14：00～14：20
　　　　　◇開会式　14：20～14：30
　　　　　◇試合開始14：30～
　場　所：はわい温泉　羽衣
　登録料：各クラブ（20,000円）
　　　　　個　　人（5,500円）
　ホストクラブ：倉吉北ＬＣ

LIONS CALENDAR（10月行事予定）

ライオンズカレンダー
10月８日㈫　ライオンズデー
　　　　　　13：30～　法華寺畑遺跡
　　　　　　10月定例理事会
　　　　　　17：30～　日本料理　飛鳥
　　　　　　10月第１例会
　　　　　　18：30～　日本料理　飛鳥
　　23日㈬　10月第２例会

　　　　　　12：15～　ホテルセントパレス倉吉
　　27日㈰　４クラブ合同アクティビティ献血
　　　　　　９：30～　倉吉未来中心

ドネーション

ありがとうございました
Ｌ清水　・鳥取県倉吉児童相談所　所長大下様

の講演を聞く機会を得て。
Ｌ松井　・岩佐様、薬膳の話、期待していま

す。プラネタリウム成功祈ります。
　　　　・プラネタリウムお疲れ様でした。大

成功おめでとうございます。
　　　　・大下所長様、今日はありがとうござ

います。
Ｌ北村　・星空フェス、大成功おめでとうご

ざいます。クイズの商品に星空米を
使っていただきました。

Ｌ井手添・星空フェス、ご苦労様でした。
Ｌ深田　・星空フェス、最高でした。皆様、ご

くろうさまでした。大下所長様、本
日はありがとうございます。

Ｌ羽合　・岩佐朱美さん、お久しぶりです。今
日は楽しみにしています。

Ｌ中井　・星空フェスの成功を祈念して。
　　　　・星空フェスでは、皆様ご協力有難う
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私の趣味
Ｌ 東 田 幸 一

　私の趣味ですが、数々の中から、現在とても

力の入っている趣味は、皆様もご存じの通り、

鉄道です。

　鉄道が趣味と言いましても、鉄道好きには、

色々な分野がございますが、自分は、鉄道全般

になります。模型の蒐集やジオラマ等の制作、

実際に鉄道で使用されていた、部品の蒐集、鉄

道イベント開催等、色々な角度で鉄道趣味を楽

しんでいます。

　今までも、色々と紹介をさせて頂きました

が、今回は、鉄道ジオラマをご紹介させて頂き

ます。ジオラマの制作方法は、人それぞれ、色々

な制作方法がございます、このお話をさせて頂

くと、とても長くなりますので、今回は、写真

を見て頂ければと思います。

　旧倉吉駅構内の一部で倉吉線車両の機関区を

制作してみました。

私の趣味私の趣味私の趣味 会員リレー

　会員の皆さんの趣味を紹介します。

■発　行　倉吉ライオンズクラブ
　　　　　　会長　中井修二郎／幹事　山本　庄英／会報委員長　本田　亮陛
■例会日　第２・第４水曜日	 ■例会場　ホテルセントパレス倉吉
■事務局　倉吉市駄経寺町212-5　倉吉未来中心団体事務局サロン内	 ☎（0858）24-6881
■ＵＲＬ　oice@kurayoshi-lions.jp	 ■発行日　令和元年９月25日㈬

ございました。
Ｌ明里　・本日は、岩佐様、ご講演ありがとう

ございます。薬膳料理楽しみです。
Ｌ本田　・星取県くらよし星空フェスお疲れ様

でした。子どもたちも大人たちも一
緒に楽しめたフェスだったと思いま
す。

Ｌ山下正・新事業のくらよし星空フェスは皆さ
んのお蔭でたいへんいいアクティビ
ティができました。ありがとうござ
いました。次の10月８日のライオン
ズデーの奉仕作業もよろしくお願い
します。

Ｌ高田　・星空フェスお疲れ様でした。
Ｌ山田　・星空フェスお疲れ様でした。すばら

しい会でした。

MEMORIAL DAY

おめでとうございます
９月誕生記念

Ｌ加藤康彦　９月23日� Ｌ山下正喜　９月27日

９月結婚記念

Ｌ東田幸一　９月30日� Ｌ高田充征　９月６日
Ｌ江原　剛　９月26日


